
 

　

  本日、全日制課程の合格者を発表しましたが、合格者が募集人員に満たない高等学校・学
科においては、第２次選抜を実施します。実施校と募集人員は以下のとおりです。

２０２３年３月９日（木）
愛知県教育委員会高等学校教育課
進路指導グループ
担　 当  山下・前田
内　 線　３８９６・３９１６
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ　０５２－９５４－６７８６

令和５年度愛知県公立高等学校入学者選抜（全日制課程）第２次選抜の

募集人員について

学　校　名 学　科　名
募集人員

(人)

明　和 音楽科 4

守　山 普通科 20

名古屋工科 ＩＴ工学科、機械科、電気科、エネルギーシステム科、エネルギー化学科 23

中川青和 キャリアビジネス科 42

瀬　戸 普通科 20

瀬戸西 普通科 14

瀬戸北総合 総合学科 63

瀬戸工科 ロボット工学科、機械科、新素材工学科 12

春日井東 普通科 32

春日井工科 ロボット工学科、機械科、電気科、電子工学科 64

春日井泉 地域ビジネス科、ＩＴビジネス科 28

日　進 普通科 48

犬　山
普通科 69

総合ビジネス科 8

古知野 地域ビジネス科、ＩＴビジネス科 57

小牧南 普通科 46

小牧工科
機械科、航空産業科、自動車科、電気科 20

環境科学科、情報デザイン科 39

丹　羽 普通科 12

一宮北 普通科 82

一宮工科
ＩＴ工学科、機械科、電気科 3

建築デザイン科、都市工学科 21

一宮起工科
ロボット工学科、機械科、電子工学科 8

環境科学科、デザイン科 26

津島北
普通科 48

地域ビジネス科、ＩＴビジネス科 46

津島東 普通科 11

稲沢緑風館
普通科 34

農業土木科 9

杏　和 総合学科 41
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学　校　名 学　科　名
募集人員

(人)

佐　屋
園芸科学科、生物生産科 8

生活文化科、ライフコーディネート科 5

愛西工科
ロボット工学科、機械科、電子工学科 63

建築デザイン科 22

海　翔 福祉科 19

五　条 普通科 6

半田東 普通科 16

半田工科 ロボット工学科、機械科、電気科 19

半田農業
施設園芸科 5

生活科学科 10

常　滑
普通科 80

セラミックアーツ科、クリエイティブデザイン科 10

桃　陵 ヒューマンケア科 8

阿久比 普通科 24

東　浦 普通科 39

内　海 普通科 30

武　豊 普通科 87

衣　台 普通科 13

松　平
普通科 18

ライフコーディネート科 20

加茂丘 普通科 38

足　助 普通科 33

猿投農林 林産工芸科 5

岡崎北 理数科 5

岩　津

普通科 48

生活デザイン科 29

調理国際科 8

岡崎工科

機械科、機械デザイン科、電気科 34

都市工学科 13

環境科学科、情報デザイン科 19

幸　田 普通科 64

碧南工科
機械科、電子工学科 27

建築デザイン科、環境科学科 6

刈谷工科 ＩＴ工学科、機械科、自動車科、電気科 38

安　城 生活文化科 10

安城農林

農業科、園芸科 7

フラワーサイエンス科 9

動物科学科 20

森林環境科 7

一　色
普通科 46

生活デザイン科 20

吉　良
普通科 12

生活文化科 43

高　浜
普通科 40

福祉科 13
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学　校　名 学　科　名
募集人員

(人)

豊　丘 生活文化科 2

豊橋南 生活デザイン科 4

成　章
普通科 26

生活文化科 12

福　江 普通科 25

渥美農業
食品科学科 3

生活科学科 21

国　府 総合ビジネス科 15

豊川工科 ロボット工学科、機械科、電気科、情報デザイン科 6

宝　陵 福祉科 17

蒲　郡 総合学科 13

三谷水産
海洋科学科 4

情報通信科 6

新城有教館 総合学科(文理系) 22

新城有教館作手校舎 人と自然科 13

田　口
普通科 25

林業科 30

市立菊里 音楽科 16

市立工芸
電子機械科 9

都市システム科 5

計 67校1校舎 95学科 2,320

（参考）

〇　昨年度の第２次選抜募集人員

学校数　72校1校舎、学科数　100学科、募集人員　2,718人

〇　一般選抜合格者数等

　(1) 全日制課程総募集人員 41,920人

　(2) 推薦選抜等合格者数 9,917人

　(3) 一般選抜等募集人員 32,003人

　(4) 一般選抜等志願者数（実数） 32,996人

　(5) 一般選抜等合格者数 29,683人

　　※「推薦選抜等」は、推薦選抜、特色選抜、外国人生徒等選抜、全日制単位制選抜、

　　　連携型選抜を示しています。

　　※「一般選抜等」は、一般選抜、海外帰国生徒選抜を示しています。

○　第２次選抜実施日程

　(1) 入学願書受付　　　３月13日（月）午前９時から午後３時まで

　(2) 志願変更受付　　　３月14日（火）午前９時から午後３時まで

　(3) 入学検査　　　　　３月15日（水）

　(4) 合格者発表　　　　３月16日（木）午前10時
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［参考資料］　令和５年度　愛知県公立校等学校入学者選抜実施要項　抜粋 

 

Ⅴ　第　２　次　選　抜 

 

「Ⅲ 一般選抜」の「第６ 入学者の選抜及び合格者の決定」に定める合格者の決定の結果、

 合格者が募集人員に満たない高等学校・学科において、第２次選抜を実施する。

なお、第２次選抜を実施する高等学校・学科及び第２次選抜募集人員の発表は、令和５年

 ３月９日（木）に行う。

 

　第１　出　　願 

１　出願資格 

令和５年度入学者選抜において、愛知県内の国公私立のいずれかの高等学校を受検し、

いずれの高等学校にも合格しなかった者 

 

２　出願についての制限 

入学志願者は、「愛知県立高等学校の通学区域並びに群及びグループに関する規則」及

び「名古屋市立高等学校の通学区域並びに群及びグループに関する規則」の定めるとこ

ろ（別記２参照）により、群及びグループにかかわりなく、学区内の高等学校のうち、

 １校１学科に限り出願することができる。

 （中略）

６　志願変更 

(1) 入学志願者は、１回に限り志願変更することができる。ただし、普通科間の志願変

 更においては、同一学区内に限り認める。

 （中略）

 

　第２　入学検査 

１ 入学検査の実施及び出題教科等 

(1) 入学志願者全員に対し、作文、学力検査Ⅰ、学力検査Ⅱ及び面接を行う。 

(2) 学力検査Ⅰは、国語、数学及び外国語（英語）の基礎的な内容とする。ただし、外

国語（英語）の聞き取り検査は行わない。また、学力検査Ⅱは、社会及び理科の基礎

 的な内容とする。

(3) デザイン科（名古屋市立工芸高等学校のみ）、スポーツ科学科、音楽科及び美術科へ

 の入学を志願する者に対しては、上記のほかに特別検査を行う。

 
２　入学検査の実施期日 

令和５年３月15日（水） 
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 （中略）

５　入学検査の実施日程 

 入学検査の実施日程は、次のとおりとする。

なお、面接、特別検査（デザイン科、スポーツ科学科、音楽科及び美術科のみ）は、

 学力検査Ⅱの終了後に、高等学校長の定める日程に従って行う。

 
　　     　集   合   ８時30分  

         検査場入場   ８時50分

             第１時限   作   文          第３時限   学力検査Ⅱ 

           問 題 配 付     ９時00分        問 題 配 付     11時20分 

           「解答始め」    ９時10分      「解答始め」    11時25分 

           「解答やめ」    ９時50分       「解答やめ」   11時55分 

 
            第２時限   学力検査Ⅰ 

           問 題 配 付      10時10分 

           「解答始め」     10時15分 

           「解答やめ」     11時00分

 

 （中略）

 

　第４　合格者の発表 
令和５年３月16日（木）10時 

 （後略）


